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準備するのは今！

「かつてなかったほどの悩みの時」が、まもなくわ
れわれの前に展開する。それだからわれわれには、一
つの経験――今われわれが持っておらず、また多くの
者が怠けて持とうとしない経験――が必要なのであ
る。現実の困難というものは、予想したほどではない
ということがしばしばある。しかし、われわれの前に
ある危機の場合は、そうではない。どんなに生々しく
描写しても、この試練の激しさには、とうてい及ばな
い。この試練の時に、人間は、みな、自分で神の前に
立たなければならない。「主なる神は言われる、わた
しは生きている、たといノア、ダニエル、ヨブがそこ
にいても、彼らはそのむすこ娘を救うことができない。
ただその義によって自分の命を救いうるのみである」
（エゼキエル 14：20）

今、われわれの大祭司がわれわれのために贖いを
しておられる間に、われわれは、キリストにあって完
全になることを求めなければならない。救い主は、そ
の思いにおいてさえ、誘惑の力に屈服されなかった。
サタンは、人々の心の中に、なんらかの足場を見つけ
る。心の中に罪の欲望があると、サタンはそれを用
いて誘惑の力を表わす。しかし、キリストはご自身
について、「この世の君が来る‥‥。だが、彼はわた
しに対して、なんの力もない」と宣言された（ヨハネ
14：30）。サタンは、神の子の中に、彼に勝利を得さ
せるなんのすきも見つけることができなかった。神の
み子は、天父の戒めを守られた。そして、サタンが自
分に有利に活用することのできる罪が、彼の中にはな
かった。これが、悩みの時を耐えぬく人々のうちに
なければならない状態なのである。大争闘下 396-
397

大いなる悩み
に入る前に必
要なもう一つ
の経験 !

それは何か？

罪なき完全な
状態

いつ？
どのように？

↓
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著者の序言
最後の七つの災害から生き残る方法

ヨハネ黙示録で「最後の七つの災害
3 3 3 3 3 3 3 3

」のことを「神の怒り
3 3 3 3

」とし
て描写している。

「七人の御使が、最後の七つの災害を携えていた。これらの
災害で神の激しい怒りが…」黙示録 15：1,7；16：1

ダニエル 12：1には人類史上かつてないほどの「悩みの時」と
言われている。

「その時あなたの民を守っている大いなる君ミカエルが立ち
あがります。また国が始まってから、その時にいたるまで、
かつてなかったほどの悩みの時があるでしょう。」

「神の怒り」として知られている最後の七つの災害は、黙示録 16
章において述べられている。しかしそれらに関する警告は、黙示録
14章の第三天使の使命の中にある。

「ほかの第三の御使が、彼らに続いてきて、大声で言った、『お
およそ、獣とその像とを拝み、額や手に［権威の］刻印を受
ける者は、神の激しい怒り

3 3 3 3 3 3 3

のぶどう酒［あるいは最後の七つ
3 3 3 3 3

の災害
3 3 3

］を飲み、…』」黙示録 14：9,10
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第三天使の使命は七つの災害を受けることへの警告をしているだ
けでなく、これらの災害に巻き込まれない者たちのことをも述べて
いる。

「ここに、神の戒めを守り、イエスを信じる信仰を持ちつづ
ける聖徒の忍耐がある。」黙示録 14：12

ダニエル 12：1にも、この大いなる悩みの時に救出される神の
民のことを次のように描写している：

「その時あなたの民を守っている大いなる君ミカエルが立ち
あがります。また国が始まってから、その時にいたるまで、
かつてなかったほどの悩みの時があるでしょう。しかし、そ
の時あなたの民は救われます。すなわちあの書に名をしるさ
れた者は皆救われます。」

1844 年以来、神の民は、「神の戒めを守り、イエスの信仰を持
ちつづける」最後の世代が、どうしたら神の怒りあるいは最後の七
つの災害から生き残れるか、その方法についての内部情報が与えら
れている。

この秘密の内部情報は主ご自身から、ひとりの預言者を通して与
えられている。

彼女は次のように記している。

「第三天使は、『ここに、神の戒めを守り、イエスの信仰を
持ちつづける聖徒の忍耐がある』と言って、メッセージを終
わっている。彼はこの言葉を繰り返したときに、天の聖所を
指さした。このメッセージを信じるすべての者の心は、至聖
所に向けられる。イエスはそこで箱の前に立って、…最後の
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仲保をしておられるのである。」初代文集 414

最後の七つの災害から生き残れる方法についての、秘密の内部情
報とは、第三天使の使命の中にある。それは天の至聖所で今進行中
の「最後の仲保」についての知識と理解なのである。それがこの書
の主題である。

「サタンは、数えきれないほど多くの策略を考え出してわれ
われの心を捕え、われわれが最もよく知っていなければなら
ない働きそのものについて、われわれに考えさせまいとして
いる。大欺瞞者サタンは、贖罪の犠牲と全能の仲保者を明ら
かにする大真理を憎んでいる。イエスと彼の真理から人々の
心をそらすことに、万事がかかっていることを、彼は知って
いるのである。」大争闘下 221

最後の戦いを通っていく者たちにとってこれほど重要な情報は他
にない。またサタンがこれほど恐れて憎んでいる主題も他にはない。
彼はそれが彼の失墜の原因となること、また印された 144,000 の
勝利となることを知っているからである。
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第１部

第三天使の使命

積極的な面と消極的な面を持っている

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

１．	第三天使の使命には積極的と消極的との両面がある。

第三天使の消極的な警告

「ほかの第三の御使が、彼らに続いてきて、大声で言った、
『おおよそ、獣とその像とを拝み、額や手に刻印を受ける者は、
神の怒りの杯に混ぜものなしに盛られた、神の激しい怒りの
ぶどう酒を飲み、聖なる御使たちと小羊との前で、火と硫黄
とで苦しめられる。その苦しみの煙は世々限りなく立ちのぼ
り、そして、獣とその像とを拝む者、また、だれでもその名
の刻印を受けている者は、昼も夜も休みが得られない。』」黙
示録 14：9-11

第三天使の一面だけを見ると希望はない。消極的な面の警告―
ローマ・カトリック、プロテスタント・アメリカ、日曜休業令に対
する警告も非常に重要であるが、積極的な面―至聖所における大祭
司キリストの最後の働きに目を向けなければ、大変な間違いを犯す
ことになる。それは、神のご品性を分割することと同じである。神

「第三天使の使命は多くのことを包含している。」
８Ｔ 181,182
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　第 1部　第三天使の使命－積極的な面と消極的な面を持っている

の義だけを見ると、我々人間には希望がない。恐怖で神を見、仕え
るようになる。憐れみだけを見ると、神を畏れる思いは失せ、安価
の恵みという教えに導き、万人救済説―神は憐れみ深いから罪のま
ま救って下さるという考えに陥る。神のご品性は虹のように義と憐
れみによって成り立っているのである。第三天使の使命が、両方の
バランスを失うと「永遠の福音」ではなくなる。

今日の我々の福音の理解の仕方、宣教の仕方はどうであろうか。

第三天使の積極的な約束

「『ここに、神の戒めを守り、イエスを信じる信仰を持ちつ
づける聖徒の忍耐がある』。またわたしは、天からの声がこう
言うのを聞いた、『書きしるせ、「今から後、主にあって死ぬ
死人は幸いである」』。御霊も言う、『しかり、彼らはその労
苦を解かれて休み、そのわざは彼らについていく。』」黙示録
14：12,13

第三天使の使命は 1844 年の大失望の後までは理解されず、また
宣言もされなかった。イエスは再臨信徒たちが期待していたように、
この地上に「天の雲に乗って」おいでにはならなかった。忠実な者
たちは、自分たちの間違いの理由を見つけるために聖書に戻った。
彼らの綿密な研究は、モーセによって建てられた聖所について記述
している旧約聖書とダニエル書へと彼らを導いた。

彼らは、ダニエル書の第７章に、キリストは自分たちが期待した
ようにこの地上においでになるのではなく、「人の子のような者が、
天の雲に乗ってきて、日の老いたる者［天の父］のもとに来ると、
その前に導かれた。…審判を行う者はその席に着き、かずかずの書
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き物が開かれた」（ダニエル 7：13,10）ことを見いだした。

「ダニエル 8：14 に示されているところの、キリストがわ
れわれの大祭司として、聖所を清めるために至聖所に来られ
るということ、ダニエル 7:13 に提示されている、人の子が日
の老いたる者のもとに来るということ、そしてマラキが預言
した主がその宮に来られるということ、これらはみな、同じ
できごとの描写である。そして、これはまた、キリストがマ
タイによる福音書 25 章の十人のおとめのたとえの中で語ら
れた、婚宴の席への花婿の到着ということによっても表わさ
れている。」大争闘下 142

モーセによって建てられた聖所は天にある聖所の型であった（ヘ
ブル８章、９章を見よ）。地上の聖所に二つの部屋があったように、
天の聖所にも二つの部屋があり 1844 年にイエスは期待したように
この地上においでにはならなかったが、天の聖所の第一室から出ら
れて、「最後の仲保」と呼ばれていた新しい働きを始めるために第
二室へ移られたのであった。

1844年の後まで、また第三天使の使命が与えられるまで、この「最
後の仲保」は明らかにはならなかったのである。

積極的：至聖所のイエス

消極的な警告の中で、第三天使は反キリストを明らかにしている
が、しかしまた、至聖所におられる真のキリストが今、ご自分の民
のために何をしておられるかという積極的な働きを見せてくれる。
黙示録 14：12は「ここに神の戒めを守り、イエスを信じる信仰（イ
エスの信仰―欽定訳）を持ちつづける聖徒の忍耐がある」とどこを
指して言っているのであろうか。十戒が入っている天の至聖所であ
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　第 1部　第三天使の使命－積極的な面と消極的な面を持っている

る。（黙示録 11：19参照）

至聖所で「最後の仲保」をしておられるというイエスに我々が目
を向けるようにと第三天使は招いているのである。（ヘブル８,９,10
章参照）

　預言者は次のように言っている：

「第三の天使は、『ここに、神の戒めを守り、イエスの信仰
を持ちつづける聖徒の忍耐がある』と言って、メッセージを
終わっている。彼は、この言葉を繰り返したときに、天の聖
所を指さした。このメッセージを信じるすべての者の心は、
至聖所に向けられる。イエスはそこで箱の前に立って、…最
後の仲保をしておられるのである。」初代文集 414

「最後のあがない」をしておられるイエス

黙示録７章と 14章にある、144,000 を最後の七つの災害から生
き残れるようにし、また天の雲に乗ってこられるイエスの再臨に生
きてお会いできるようにする秘密の内部情報とは、この「最後の仲
保」なのである。

天の聖所の至聖所での「最後の仲保」は、イエスがご自分の民の
救いのためになされる働きの異なった面について述べている 10の
様々な用語で知られている。これらの用語は次の絵の中に見られる。
その絵の次にこれらの用語の定義をし、説明する。
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消極的

（反キリスト）

「おおよそ、獣とその像
を拝み、額や手に刻印を
受ける者は…神の怒りの
ぶどう酒を飲み…」黙示
録 14：9,10

最後の七つの災害
に遭う

積極的

（キリスト）

「神のさばきの時がきた
…。天と地と海と水の源
とを造られたかたを、伏
し拝め」黙示録 14：6-12

最後の七つの災害

から救われる方法

第三天使の使命

調査審判
最後の仲保
最後のあがない（一つになる）
聖所の清め
罪の除去
残りの者の変化
神の印
契約の最終的成就
「婚姻」
慰め「生気を与える」
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　第 1部　第三天使の使命－積極的な面と消極的な面を持っている

最後の仲保の用語

１．「最後の仲保」

２．「最後のあがない」

３．「聖所の清め」

４．「調査審判」

５．「罪の除去」

６．「生ける神の印」

７．「残りの者の変化」

８．「新しい契約の完全な成就」

９．「婚姻」

10．「慰め＝生気を与える」

これらの用語はすべて、一世紀以上もの間我が教会の出版物に
あった古い情報であるが、それらは失われてきた。これらの概念は
新しい教会員たちの多くには紹介されてはこなかった。また一般的
に理解されておらず、あるいは「眠っているおとめたち」に忘れら
れてきた。ゆえに、まず先にあげた用語の一つ一つを見直し、定義し、
説明する必要がある。そうすれば神の民に「最後の仲保」の完全な
意味が理解され、最後の七つの災害から生き残れる方法の問題解決
につながることであろう。
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至聖所における最後の働きを表す
用語の定義

「神の民は今日、天の聖所に目を向けていなければならない。
そこにおいて裁きの働きがなされ、我々の大祭司がご自分の
民のために最後の働き、すなわち執り成しの働きをなさって
おられるのである。」ＥＶ 222,223

１．「最後の仲保」

「最後の」①終わり、完成。

②法廷の行為または進行の結末に関すること。

③一連の、過程、あるいは推移の最後であること。
Merriam	Webster’s	Collegiate	Dictionary.

「仲保」祈り、嘆願、あるいは他人のために懇願すること。同上

それゆえに、イエスの「最後の仲保」は、イエスが最後の嘆願を
しておられる天の聖所の至聖所での、天における「法廷行為の結論」
である。それはご自分の民のための彼の奉仕に結末をつける行為と
いうことである。

２.「最後のあがない」
　「あがない」「人間が神と一つになること」同上

「atonement ＝あがない」という言葉は神と「at-one-ment 一つに
なること（和解）」としても理解することができる。罪は人を神か
ら分離させた。人は次に述べる四つの段階によって神とひとつにな
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　第 1部　第三天使の使命－積極的な面と消極的な面を持っている

るのである。

“at-one-ment” 一つになる＝あがないの四つの局面

①キリストの受肉、彼がみずから人となり人間としての
肉体をとられた時。「その名はインマヌエルと呼ばれる
であろう。これは『われらと共にいます』という意味
である。」マタイ 1：23

②Ａ . Ｄ .31 に、十字架で贖罪（あがない）の犠牲として
イエスが人の身代となり死の刑罰を引き受けられたこ
と。「その名をイエスと名づけなさい。彼は、おのれの
民をそのもろもろの罪から救う者となるからである。」
マタイ 1：21

③最後のあがないの光景はダニエル 7：10-14 に描かれ
ている。そこでイエスは全宇宙の前で、聖徒たちのた
めに調査審判をされてご自分の国の一員であることを
法的に要求される。

④再臨、イエスが文字通りにご自分の民を「わたしのお
る所にあなたがたもおらせる」ために迎えにおいでに
なる。ヨハネ 14：3

「最後のあがない」はレビ記 16 章；マタイ 22：11-13；ダニエ
ル７- ９章；黙示録４- ５章；20：21 において述べられている。そ
れは、大祭司イエスの最後の働きを示し、神の民の生活において罪
の勝利を得させ、律法とご品性に完全な調和をもたらすものである。
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３．「聖所の清め」
モーセによって建てられた聖所は、ヘブル書の中で述べられてい

る天の聖所の型であった。地上の聖所は、それをもって、神が罪の
問題をどのようにして天で扱われるのかを人に知らせる教具であっ
た。イスラエルで、一年を通じて動物の犠牲がささげられたのは、
紀元 31年のキリストの死を前もって指し示していた。罪のための
刑罰は払われたが、罪の記録はなおも聖所の中に残っていた。

ヘブルの暦の第七の月の十日、型としての「贖罪の日」は、キリ
ストのもう一つの働き（犠牲としてではなく、祭司としての）、す
なわち神の民の罪の全記録の最終的な廃棄を表す働きを前もって指
し示していた。イスラエルでは、一年を通じて、人々が自分の小羊（つ
まり型としてイエスを指し示すもの）を犠牲にしたとき、祭司はそ
れらの小羊の血を告白された罪の記録、また許しの求めとして、聖
所の中に持ち込んだ。この行為は、われわれが、罪の告白をするとき、
その罪は許されたと記録されることを象徴していた。

「贖罪の日」あるいは「さばきの日」、ヨムキッパーと呼ばれる第
七の月の十日に、大祭司は聖所に入って行き、蓄積された罪の記録
を取り上げて至聖所に持ち込んだ。そこで、型では、彼は告白され
た罪の記録を恵みの御座の上に置いた。それから「主のための山羊」
の血（すなわちイエスの血をあらわす）で、罪の記録すべてを「除
去した」。これはレビ記 16章で詳しく説明されている。（レビ 16：
30）

象徴的な「贖罪の日」の儀式は、すべての人に、地上歴史の終わ
りに、天の聖所において、告白された罪の記録が除去される時があ
るということを教えようとするものであった。「もはや、彼らの罪
と彼らの不法とを、思い出すことはしない」（ヘブル 10：17）と神
は約束された。
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罪の記録は地上の聖所を汚した、あるいは不浄な状態にした。贖
罪の日は、罪の記録を除去した、すなわち「聖所を清めた」のであっ
た。地上の聖所の儀式は、最終的に神の民の告白した罪の記録がす
べて除去されて、天の聖所もまた清められることになる天の聖所の
型であった。天の聖所の清めの時はダニエル 8：14 の預言によっ
て与えられた。それはこう言っている：

「彼は言った、『二千三百の夕と朝の間である。そして聖所
は清められてその正しい状態に復する。』」ダニエル 8：14

天使は、ダニエルに、第９章の中で 2300 日／年をどこから数え
始めるかを教えた。彼はダニエルに言った、「それゆえ、エルサレ
ムを建て直せという命令が出てから [ Ｂ . Ｃ .457 に発せられた ]…
悟りなさい [2300 を数え始めなさい ]」。よく知られているエゼキ
エル 4：6および民数記 14：34 の一日／一年の原則、すなわち預
言の象徴的な１日は１年と解釈するという原則を用いると、それは
簡単であって、Ｂ .Ｃ .457から 2300年を数え始めるとＡ .Ｄ .1844
という年に到達した。それゆえに「最後の仲保」あるいは「最後の
あがない」あるいは「聖所の清め」は、天においてＡ . Ｄ .1844 に
世界歴史の終結に向かって始まったのである。

ダニエル 8：14の 2300 日／年が終わったＡ . Ｄ .1844 に、イエ
スは、罪のすべての記録あるいは神の民の「汚れ」が、天の聖所か
ら「除去される」または取り除かれるために、「最後の仲保」または「最
後のあがない」という働きをお始めになった。

４．「調査審判」
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ダニエル書は、「聖所の清め」の時を与えた。Ｂ . Ｃ .457 に始ま
る 2300 のタイムラインの簡単な算数の計算によると、Ａ . Ｄ .1844
という年が2300のタイムラインが終わった時であった。しかし「聖
所の清め」というさばきの過程はその時に始まったのである。時が
数えられたばかりでなく、出来事そのものがダニエル７章において
述べられていた。そこでは、「聖所の清め」はさばきの光景として
描写されている。

「わたしが見ていると、もろもろの御座が設けられて [ 場所
が整えられて ]、日の老いた者 [ 天の父 ] が座しておられた。
…彼に仕える者 [ 記録天使 ] は千々、彼の前にはべる者は万々
[ 何百万という天使 ]、審判を行う者はその席に着き [ 法廷が
召喚され ]、[ 記録の ] かずかずの書き物が開かれた」「見よ、
人の子のような者が、天の雲に乗ってきて、日の老いたる者
のもとに来ると、その前に導かれた。彼に [ 法廷での法的な ]
主権と光栄と国とを賜った。」ダニエル 7：9,10,13,14

ダニエル 7：10で語られている、開かれた「かずかずの書き物」は、
犯された罪の記録、それらの罪の告白、そしてゆるしの求めの記録
のすべてに関するものであった。これらが記録された「かずかずの
書き物」は、法廷のさばきの場面で再吟味される。各個人の事例が
開示されて調査される。イエスはひとりひとりの人をその真の動機
に従って裁かれる。それから宇宙の前で、天の父と聖なる天使達の
前で、イエスは、各々その特定の人物をご自分の天の御国の一員と
して受け入れると宣言なさる。地上の法廷のように、王国を受け継
ぐために肩書きあるいは「証書」がイエス・キリストに与えられる
のは、法的な手続きによるのである。この手続きによって、その王
国に入る臣民の名が次から次に加えられて、彼の王国は完成される。

「彼に [ 法的 ] 主権と光栄と国を賜い…」ダニエル 7：14
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全宇宙は、もしある人がその人生において罪なく生きようとする
のであれば、イエスご自身が二度と罪が起こらないように守る力を
お持ちで、その人を永遠に罪から守るとの確証が与えられる。

５．「罪の除去」

「贖罪の日」に、大祭司は、告白された罪の記録のすべてから「聖
所を清める」ために至聖所に入って行った。キリストの型である大
祭司は、聖所の中の告白されたすべての罪の記録を取り上げて、そ
れを自分で負ったようにイエスは、天の聖所と至聖所でわれわれの
罪を負われるのである。

大祭司は罪の記録を象徴的に至聖所に運び、それから象徴的にそ
れらを恵みの座に置いた。そうしてから彼は、主のための山羊の血
( イエス・キリストの血をあらわす ) を恵みの座に「ふりかけた」、
それは象徴的に神の民の罪の記録をすべて覆い隠す、あるいは「除
去する」ためであった。

イスラエルでは、もし個人が罪を告白して贖罪の日に出席したな
ら、彼の名はイスラエル民族の民籍記録にとどめられた。しかし、
もし彼の罪が除去されなければ（もし彼が罪を告白したことがなく、
また、その日の奉仕に参加しなかったならば）、彼の名はイスラエ
ルの民籍から除去され、彼は永久に、救い主を約束されたイスラエ
ルの家系から切り離されたのであった。この過程は、天の聖所にお
いて、やがて「罪の除去」の時がきたときに、天の聖所の罪の記録
から罪が除去されるか、あるいはまた彼の名が小羊のいのちの書か
ら除去されるか、どちらかがなされるキリストの最後の仲保のその
時を教えようとするものであった。
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６．「神の印」
イスラエルでは、「贖罪の日」が終わりになって、民の罪の記録

が除去されたことを知ると、彼らは互いに手を握り合い、「あなた
は良い印を受けたでしょうね」と叫んだ。それは何を意味したのか？

ヘブルの著者に、彼らの儀式から、この印する働きの意味を説明
してもらおう。次のように言われている：

「[ 贖罪の ] 日が終わりに近づくと、熱心さが増し加わる。
一般にこの日の終わりは天における『印する時』とみなされ
ている。もし民が十分に悔い改めていれば、彼らは『良い印』
を受けるだろう。…だからその日の祈りを終える時に、彼ら
は言う、『われらの父よ、われらの王よ、あなたの覚えの書に
われらの名を印してください』『われらの父よ、われらの王よ、
[ 小羊の ] いのちの書にわれらの名を印してください』。そし
て奉仕が終わると、彼らは互いに次のようなあいさつを交わ
すのである。『あなたが良い印を受けたことを願っています。』」
実際的教訓、Ｆ . Ｇ . ギルバート（1902）

もし食品の容器がシール（密封することと印することは英語で同
じ言葉）されていれば、その内容物は容器の中にあって安全である。
もし手紙が封印されていれば、そのメッセージは宛先に着くまで変
更されることはない。イスラエルの民は、彼らが神の国に「印（シー
ル）されて」、永遠の命を受けるために安全にされたことを理解し
ていたのである。これは、黙示録７章と 14章で語られている生け
る神の印の型であった。

黙示録の中で言及されている「生ける神の印」は、144,000 ある
いは地上に住む最後の世代に適用される。彼らは調査審判を通過し、



17

　第 1部　第三天使の使命－積極的な面と消極的な面を持っている

至聖所でのキリストの最後の仲保を受ける生きている聖徒たちであ
る。彼らは「罪の除去」という過程において印されるであろう。彼
らは最後の七つの災害を安全に生き抜き、イエスの再臨を生きて迎
える。彼らは印され、永遠の命という「行き先」に到達する。

７．「衣替え」

聖書は、われわれの義は汚れた衣であると宣言している。われわ
れはそのような衣を着て天に入ることはできない。われわれには「衣
替え」が必要である。「衣替え」という表現は、よく「ヨシュアと
天使の幻」として語られるゼカリヤ３章の聖句からきている。その
章の中に、「主の御使」イエス・キリストとサタンとの争いがある。
サタンは、神の民の不完全さと罪深さを代表していた大祭司ヨシュ
アの「汚れた衣」を指摘する。これは生ける聖徒たちの調査審判に
おける経験をする。イエスはそれまでに死んだ義人たちをご自分の
王国へと印してこられたが、まもなく生ける者のさばきに移る。ゼ
カリヤ 3：4,5 で、イエスは命じられる、「わたしはあなたの罪を取
り除いた。あなたに祭服を着せよう」。その時神の民はキリスト輝
かしい義の衣を着せられる。質問はこうである、「いつ、そのよう
な衣替えが生ける聖徒たちに起こるのか？」。

「ヨシュアと天使に関するゼカリヤの幻は、贖罪の大いなる
日の、最後の場面における神の民の経験に特別に当てはまる」
「…キリストの義というしみのない衣が、試練と誘惑に耐えた
忠実な神の民に着せられる。さげすまれた残りの者は、栄光
の衣を着せられ、世俗の腐敗に二度と汚されることはないの
である。彼らの名は小羊のいのちの書に書き留められて、各
時代の忠実な者たちの中に加えられる。…今、彼らは誘惑者
の欺瞞から永遠に安全である。彼らの罪は罪の創始者[サタン]
に移される。…サタンが告発をしていたとき、目には見えな
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いが、聖天使たちがあちこち行きめぐって、忠実な人々に生
ける神の印を押していた。この人々は、その額に父なる神の
名を記されて、小羊と共にシオンの山に立つのである。彼ら
はみ座の前で新しい歌を歌うが、それは地上から贖われた 14
万４千人のほかは、だれも学ぶことができない」国下 193-
196

８．「新しい契約の完全な成就」

新しい契約は、全宇宙に罪は二度と起こらないことを約束する。
あがなわれた者たちは罪なき者となり、神の律法全体との調和を取
り戻す。この約束は次のように述べられている：

「わたしが、それらの日の後、彼らに対して立てようとする
『新しい契約』はこれであると、主が言われる。わたしの律
法を彼らの心に与え、彼らの思いのうちに書きつけよう」「も
はや、彼らの罪と不法とを、思い出すことはしない。」ヘブル
10：16,17

最後の時代の地上に生きている聖徒たちが心と思いのうちに神の
律法を書きつけられるのは、調査審判の終わりつつある時において
なのである。これは次のように説明されている：

「キリストは、忠実な人々に、ご自分の義の衣を着せて、父
なる神の前に『しみも、しわも、そのたぐいのものがいっさ
いなく、清くて傷のない栄光の姿の教会』として立たせてく
ださる（エペソ 5：27）。彼らの名は、いのちの書に書き留
められる。…こうして、新しい契約が完全に成就する。『わた
しは彼らの不義をゆるし、もはやその罪を思わない』（エレミ
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ヤ 31：34；ヘブル 8：10；10：16,17）。…調査審判と罪を
ぬぐい去る働きは、主の再臨の前に完了しなければならない。
死者は、書物に記録されたことによって裁かれるのであるか
ら、彼らが調査されるその審判が終わるまでは、彼らの罪は、
ぬぐい去られることはできない。しかし、使徒ペテロは、はっ
きりと、信者の罪は『主のみ前から慰め（原文では活気づけ、
回復の意）の時が』くるときにぬぐい去られる、…と言って
いる（使徒 3：19）。」大争闘下 217,218

「最後の仲保」あるいは生ける者のさばきを通過する最後の残り
の世代のためのイエスの最後の働きは、新しい契約の約束を賜物と
して民に与えるのである！

義認は、行いによって獲得されるものではなく、信仰のみによる
賜物である。「罪の除去」と、思いと心に神の律法が書きつけられ
ることは、行いによるのではなく、信仰による賜物として与えられ
るのである。しみのないキリストの義の衣は賜物である。天の記録
の中の「罪の除去」「衣替え」は、賜物である。それは聖化の過程
の中で罪との戦いをした者たちに与えられるのである。しかしそれ
は聖化の過程を通して獲得される完全ではない！　それはイエスの
尊い名によって、信仰のみによって、義認と同じように愛のこもっ
た感謝をもって受ける賜物なのである。

９．「婚姻、結婚」

「罪の除去」と、神の民の心と思いのうちに神の律法を書きつけ
ることは、花婿から彼の花嫁への結婚の贈り物である。事実、それ
は彼女の花嫁衣装―キリストの義の衣―である。
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「1844 年の夏の『さあ、花婿だ』という宣言は、多くの者に、
主の再臨はすぐだと期待させた。その指定された時に、花婿は、
人々が期待したように地上にではなくて、婚姻（欽）のために、
すなわちみ国を受けるために、天の日の老いたる者のもとに
来たのである。…彼らは、婚姻の席に列することはできなかっ
た。なぜなら、これは天において起こり、彼らは地上にいる
からである。キリストの弟子たちは、『主人が婚姻（欽）から
帰って』くるのを『待って』いなければならない。」大争闘下
143

本当の花嫁は、彼女の花嫁衣装、キリストの義の衣を、うれしく
喜んで受け取るであろう。悪人はそれを軽蔑し、反対し、拒むであ
ろう。

「イエスの仲保による祝福にあずかる者は、贖罪の大事業を
なさるイエスに、信仰によって従っていく人々である。一方、
この働きに関する光を拒む者は、その祝福にあずかることが
できない。」大争闘下 147

「結婚」あるいは「婚礼」という用語は、ついに神と人との間が
完全に「ひとつになること（at-one-ment）」の、喜ばしい祝いの雰
囲気を表現している。それは雅歌において「心の喜びの日」と言わ
れている。（雅歌 3：11）

「罪の除去」という賜物についてのこのうれしいメッセージは、
第一天使の使命において全世界に宣言されるはずであった。

「神をおそれ、神に栄光を帰せよ。神のさばきの時がきたか
らである」黙示録 14：6
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第一天使の使命は、大いなる叫びの中で、「後の雨」による聖霊
の力を受けて、「慰め」と言われている。黙示録 14：15 の収穫の
天使によって再び繰り返されるのである。

１０．「慰め＝生気を与える (Refreshing)」

神はペテロを通して、また現代の預言者を通して、「慰め」ある
いは聖霊の後の雨の注ぎを、世界に警告をする第三天使の大いなる
叫びの時と結びつけてわれわれに語ってきた。彼は言った：

「だから、自分の罪をぬぐい去っていただくために、悔い改
めて本心に立ちかえりなさい。それは、主のみ前から慰めの
時が来て、あなた方のためにキリスト、イエスを神がつかわ
して下さるためである。」使徒行伝 3：19

「後の雨の時に雨を主に求めよ。…穀物の熟することは魂の
中での神の恵みの働きの完了を表している。聖霊の力によっ
て神の道徳的みかたちが品性のうちに完全に再現されねばな
らない。われわれは完全にキリストに似たものに（将来）改
変されねばならない。」ＴＭ 506

「魂の中での神の恵みの働きの完了」とは何か？　それは「罪の
除去」、また神の律法が 144,000 の心と思いの中に書きつけられる
時の、新しい契約の完全な成就である。

主はこの働きのことを預言者によってこう描写してきた：

「罪を取り除くために、世の終わりに、一度だけ現れたので
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ある。」ヘブル 9：26

そのように「罪の除去」は、生ける者のさばきを通過する者たち
のためになされるであろう。生ける神の印を受けることは、次の部
でさらに論じることにする。

１．	イエスの生涯にそれがデモンストレーションされ
た。

２．	最後の神の民によってデモンストレーションされ
るであろう。

「キリストの品性が完全にキリストの民の中に再現されたときに、
彼らをご自分のところに迎えるために、主は来られるのである。」
キリストの実物教訓 47

至聖所における最後の働き、「最後の仲保」
という用語と

結びついている 10の用語の
定義と説明は終わった

「神のご品性がサタンの品性と対照的に
示されねばならなかった。」１希望 5

↓


